
平成２０年度事業報告書 
 

はじめに 
 
本会は、ライフル射撃競技界を統括する団体として、国内における健全なライフル射撃競

技の普及と振興に努めるとともに、国際的競技者の発掘及び育成と着実な会員の競技力向

上を図ることを重視し、平成２０年度の事業を実施した。 
 
競技面では、昨年８月に開催された北京オリンピック大会に４名の精鋭選手を派遣した。

同大会では協会、選手、コーチが一丸となり、努力を重ねた結果、８位入賞者を出すこと

ができたが、悲願であったメダルの獲得には至らなかった。応援いただいた会員の皆様に

対して、メダルの獲得ができなかったことをお詫びすると共に、４年後のロンドンオリン

ピックでのメダルの獲得を目指して新たな気持ちで選手強化に臨みたい。 
 
普及面では、昨年１２月に銃砲刀剣類等取締法の大幅な改正が行われ、当協会の将来を担

うジュニア選手の育成に大きな影響が出ると考えられる。このため、高校射撃部や大学射

撃部の活動が活発化するように選手の育成と併せて、指導者の育成を図る事業を始めた。

次年度以降も加盟団体の皆様のご協力をいただきながらこの事業を実施し、より一層のジ

ュニア選手の発掘・育成及び会員増を目指す。 
 
安全対策面では、昨年度に引き続き銃砲の合法的所持許可のあり方が大きな社会問題とな

っており、当協会としても万全の安全対策を図るべく、各種の対応を実施した。    
 
会務運営面では、内外の厳しい環境下での、諸事業展開の上で基盤となる財務運営での危

機感を共有し、収入面では会員収入が横ばいの中、公認、段級、推薦、標的等での安定事

業収入並びに補助金収入にも支えられ、他方、支出面では予算管理の強化、事務の効率化

等により支出削減に努めた。 
 
以上こうした時勢の中、競技統括団体としての責務を遂行できたことは、スポーツを愛し

理解して頂いている諸官庁・団体をはじめ関係諸氏のご協力の賜物と感謝しつつ本会の事

業報告書を提出する。 
 

平成２１年５月３０日 
 

社団法人 日本ライフル射撃協会 
会 長  坂 本 剛 二 



平成２０年度事業実施状況 
（定款第５条１項～１６項関係） 

 
１ ライフル射撃の普及および指導に関すること 
 

・ライフル射撃競技の更なる普及振興を図る為に、「NRAJ ミッション･ファイル」に基づ

いて改革を実施した。 
・スポーツ振興基本計画目標達成のための組織運営を行った。 
・JOC 情報・医・科学専門委員会科学サポート部会及びスポーツドクター代表者協議会

等に積極的に参加した。 
・全日本選手権(50m･25m ピストル)、H21 ナショナルチーム選手選考会においてアンチ･

ドーピング競技会検査を実施した。（合計１１検体、尚、陽性検体は報告されなかった） 
・JOC オリンピックフェスティバル（１０月１３日）にビーム・デジタル射撃を出展し

広報に努めた。（参加者は約４０７人） 
 
２ ライフル射撃に関する講習会の開催および指導者の養成 
  
  ・ライフル射撃に関する講習会を各都道府県で開催した。 

・公認コーチ養成講習会を１１月に国立スポーツ科学センターにて開催した。 
・ピストル射撃指導者講習会を５月（東京）、1 月（京都）にて開催した。 

  ・高校指導者講習会を１月にナショナルトレーニングセンターにて開催した。 
 
３ ライフル射撃に関する全日本選手権大会の開催およびその他の競技会の開催 
 

・大分国体が地元関係者並びに出役役員等の尽力により成功裏に実施できた。 
・各加盟団体の協力を得て、全日本選手権大会をはじめ国内各種大会を開催し、ライフル

射撃スポーツの競技力向上並びに普及振興に着実な成果を収めた。 
（別表―１） 
 

４ ライフル射撃に関する国際競技大会等に対する代表参加者の選定および派遣 
 

・ナショナルチーム及びジュニアチームの海外派遣、合宿等の強化事業を実施した。 
（別表―２） 
・北京オリンピックにはピストル３名、ライフル１名の合計４名が出場し、松田知幸選手

が 50m ピストル男子種目にて８位に入賞した。 
・ワールドカップに代表選手を派遣し、山下敏和選手がミラノ大会で銀メダルを獲得した。 
・タイ王国・バンコク都で開催されたワールドカップファイナル大会（１１月）に、代表

選手を派遣し、松田知幸選手が 50m ピストル男子種目で銀メダル、山下敏和選手が 50m
ライフル男子伏射種目で銅メダルを獲得した。 



・中国・北京市で開催された世界学生射撃選手権（１０月）に代表選手を派遣し、50ｍライ

フル男子伏射種目において笠井善仁選手が銅メダル、団体で銀メダルを獲得した。 
・韓国・仁川市で開催された日韓高等学校大会（８月）に代表選手を派遣した。 

 

５ ライフル射撃に関する競技規則および競技者資格規定の制定 
 

・ISSF ルール変更に伴い競技規則集Ⅱ（2009 年度版）を作成した。 
 

６ ライフル射撃に関する審判員の養成およびその資格の認定 
 
  ・ジュリー(TD)養成講習会を１月に岸記念体育会館にて実施し、７名が受講した。 

・年間を通じて審判部会を開催し、本部公認審判員並びに地方公認審判員候補者を理事会

に推薦し承認を得た。 
     本部公認審判員    １８名   全員が承認を得た。 
     地方公認審判員   １０７名   全員が承認を得た。 

名誉審判員       １名   全員が承認を得た。 
・審判講習会を２月に国立スポーツ科学センターにて実施し、１３７名が受講した。 
・国際審判員をアジアエアガン選手権（４月）、ワールドカップミュンヘン大会（５月）

に派遣した。 
 
７ ライフル射撃に関する競技場の施設・設備の整備に対する指導およびその公認 
 
  ・新潟県警察学校けん銃射撃場を公認した。 

・新潟県立胎内ライフル射撃場を公認した。 
・函館七飯ライフル射撃場を公認した。 

  ・香川県ライフル射撃協会射撃場（大口径）を公認した。 
 

８ ライフル射撃に関する銃器、弾薬および標的の検定 
 
  ・年間を通じ公認標的の製作・販売を実施した。 

・競技用銃砲等の検定・公認を行った。 
 

９ ライフル射撃に関する選手の競技力の向上および段級審査に関すること 
 
・選手強化委員会では、ピストル種目でエミール･ドシャノフ氏を引き続きコーチとして

起用し、また蒲池猛夫氏を特命コーチに迎え、北京オリンピックに向けて代表選手の指

導に取り組んだ。 
・ライフル種目で、JOC 専任コーチングディレクターとして香西俊輔氏、佐橋朋木氏を

起用し、競技力向上に取り組んだ。 



・冬季の競技力向上を目指し、全国で 10mAR･AP 種目、50m ライフル種目でランクリス

ト競技会を実施した。 
・段級審査を実施し、２０７５件の段級を授与した。 

 
１０ ライフル射撃に関する記録の公認 
 

・日本新記録を公認した。 
（別表－３） 
・主催競技大会記録を管理･保存すると共に、ホームページにて公表した。 

 
１１ ライフル銃の管理およびライフル射撃の安全確保の指導 
 

・競技会において銃器の安全な取り扱いの徹底を図った。 
・銃器を使用した重大な事件や事故の発生を受けて、ライフル銃ほかの銃器安全対策事業

を緊急に実施した。 
 
１２ ライフル射撃に関する資料の収集および保存 
 

・日本銃砲史学会において論文誌「銃砲史研究」を引き続き発行した。 
 
１３ ライフル射撃に関する機関誌および図書の発行 
 

・広報誌「ライフルスポーツ」を６回発行した。 
・協会ホームページをリニューアルし、積極的な情報公開に努めた。 

 
１４ 国際射撃連盟等に対し、日本のライフル射撃界を代表して加盟すること 
 

・国際射撃スポーツ連盟（ISSF）に引き続き加盟した。 
・アジア射撃連盟（ASC）に引き続き加盟した。 
・菊地陞名誉会長が ISSF 理事、石崎和男監事が ISSF の法規委員を継続して務めた。 
・藤井優副会長が ASC 理事、清水寛氏（選手強化委員会･医科学部会長）が ASC 医事委

員を継続して務めた。 
 
１５ 財団法人日本体育協会及び財団法人日本オリンピック委員会などに対し、ライフル射撃

界を代表して加盟すること 
 

・財団法人日本体育協会に引き続き加盟した。 
・財団法人日本オリンピック委員会に引き続き加盟した。 
・財団法人日本アンチ･ドーピング機構に引き続き加盟した。 



 
１６ その他前条の目的を達成するために必要な事業 
 

・銃砲刀剣類所持等取締法に定められる銃器の所持に関する推薦書を（財）日本体育協会

の委託を受け発行した。 
     拳銃      ３１（更新   ２８、新規    ３） 
     空気拳銃   ２２４（更新  １８３、新規   ４１） 
     ライフル銃  ２１６（大口径  ４０、小口径 １７６） 
・以下の方々を表彰した。 
  ＜会長特別表彰＞ 

松田 知幸（神奈川県警察･神奈川県ライフル射撃協会／選手強化委員会） 
＜年度会長表彰＞ 

川村善十郎（埼玉県ライフル射撃協会） 
井上  彬（長野県ライフル射撃協会） 

    福田 雅文（長野県ライフル射撃協会） 
    須之内淳二（愛媛県ライフル射撃協会） 
  ＜年間活動賞＞ 
    山下 敏和（自衛隊体育学校／選手強化委員会） 

福島實智子（國友銃砲火薬店／選手強化委員会） 
  ・東京オリンピック招致に協力し、招致ロゴマークを協会広報誌、ホームページに掲載し

た。 
                                  「以上」 



事　　業　　名 場　所 主　管 共催・後援等

平成20年度全国春季ピストル射撃競技大会 4 4日(金)－6日(日) 朝霞射撃場 日ラ
平成20年度全日本選抜ライフル射撃競技大会（50ｍライフル） 11日(金)－13日(日) 熊本県総合射撃場 熊本県ラ
平成20年度春季デジタルスポーツ・シューティング大会 12日(土)～20日(日)

平成20年度第8回全国ジュニアビームライフル射撃競技大会 26日(土)－27日(日) 岐阜メモリアルセンター 岐阜県ラ ぎふｽﾎﾟｰﾂﾌｪｱ2008実行委員会
‘で愛ドーム’ 岐阜市ラ 岐阜県教育委員会、岐阜県体協

(財)岐阜観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ協会
岐阜市教育委員会、岐阜市体協

平成20年度春季ピストル射撃競技・広島大会 26日(土)－27日(日) つつが射撃場 広島県ラ
平成20年度西日本春季SB・AR射撃競技大会 5 25日(日) つつが射撃場 広島県ラ
平成20年度春季ピストル射撃競技・秋田大会 25日(日) 秋田県立総合射撃場 秋田県ラ
平成20年度第13回東日本マスターズライフル射撃競技選手権大会 6 1日(日) 福島県二本松射撃場 日本ﾏｽﾀｰｽﾞ連合 福島県ラ、東日本23都道府県協会
平成20年度第8回西日本マスターズライフル射撃競技選手権大会 1日(日) つつが射撃場 日本ﾏｽﾀｰｽﾞ連合 広島県ラ
平成20年度夏季デジタルスポーツ・シューティング大会 7日(土)～15日(日)

平成20年度全日本ライフル射撃競技選手権大会（50ｍ・25ｍピストル） 13日(金)－17日(火) つつが射撃場 広島県ラ
平成20年度第32回東日本大口径ライフル射撃競技選手権大会 14日(土)－15日(日) 浦臼国際射撃場 北海道ラ
平成20年度第38回西日本ライフル射撃競技選手権大会 14日(土)－15日(日) 福岡県立総合射撃場 福岡県ラ 福岡県教育委員会、福岡県協、

筑紫野市教育委員会
平成20年度第38回東日本ライフル射撃競技選手権大会（50・10m） 28日(土)－29日(日) 茨城県営ﾗｲﾌﾙ射撃場 茨城県ラ 茨城県教育委員会、(財)茨城県体協
第4回日本学生選抜ライフル射撃選手権大会 7 5日(土)－6日(日) 長瀞総合射撃場 学連
平成20年度全日本ライフル射撃競技選手権大会（ＢＲ） 5日(土)－6日(日) 春野総合運動公園射撃場高知県ラ 高知県、高知県教育委員会、(財)高知県体協

高知新聞社、NHK高知放送局、RKC高知放送

平成20年度マスターズ・ジャパン・カップ 6日(日) 藤枝市 日本ﾏｽﾀｰｽﾞ連合 静岡県ラ、中日新聞東海本社、東京中日新聞

ｽﾎﾟｰﾂ･ﾊﾟﾙ高根の郷 中日ｽﾎﾟｰﾂ
平成20年度全国夏季ピストル射撃競技大会 19日(土)－21日(月) 朝霞射撃場 日ラ
平成20年度第24回全日本ライフル射撃クラブ対抗選手権大会（50m･10ｍSの部） 19日(土)－21日(月) 藤枝市 全国ｸﾗﾌﾞ対抗戦 静岡県ラ

ｽﾎﾟｰﾂ･ﾊﾟﾙ高根の郷
平成20年度第34回全日本ライフル射撃競技選手権大会（300m） 24日(木)－27日(日) 長瀞総合射撃場 埼玉県ラ 埼玉県教育委員会
平成20年度第46回全国高等学校ライフル射撃競技選手権大会 28日(月)－31日(木) つつが射撃場 全国高校ﾗｲﾌﾙ射撃部 全国高体連、文部科学省、総務省、日体協

広島県ラ (財)地域活性化ｾﾝﾀｰ、広島県、広島県教育委員会

広島県体協、広島県高体連、安芸太田町
安芸太田町教育委員会、NHK

平成20年度第6回全日本デジタルスポーツ・シューティング選手権大会 8 9日(土)-10日(日) 目黒区中央体育館 日ラ、東京都ラ
平成20年度夏季ピストル射撃競技・広島大会 30日(土)-31(日) つつが射撃場 広島県ラ
平成20年度JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ 9 6日(土)－7日(日) 国際学院高等学校 埼玉県ラ JOC、埼玉県教育委員会、埼玉県体育協会

兼第19回ISSFｼﾞｭﾆｱﾗｲﾌﾙ射撃競技選手権大会 学連 埼玉県伊奈町、伊奈町教育委員会、
全国高校ラ射撃部 伊奈町体協、丸大食品

平成20年度第12回全日本マスターズライフル射撃選手権大会（50m・10m） 6日(土)－7日(日) 藤枝市 日本ﾏｽﾀｰｽﾞ連合 静岡県ラ、フジテレビジョン、静岡テレビ
ｽﾎﾟｰﾂ･ﾊﾟﾙ高根の郷

平成20年度全国センター・ファイア・ピストル射撃競技大会 13日(土)－14日(日) 新潟県警察学校射撃場 新潟県ラ 新潟県、トキめき新潟国体新潟県実行委員会

兼　第64回国民体育大会リハーサル大会 新潟県警察本部、新潟県教育委員会
(財)新潟県体協、新潟市体協

別表－1

開催期間

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成20年度競技会開催状況

日ラ、　開催地【北海道会場、秋田県会場、

東京都会場、山口県会場】

東京都会場、山口県会場】

日ラ、　開催地【北海道会場、秋田県会場、



平成20年度全日本社会人ライフル射撃競技選手権大会 12日(金)－14日(日) 新潟県立ライフル射撃場 新潟県ラ 新潟県、新潟県教育委員会、
兼　第64回国民体育大会リハーサル大会 トキめき新潟国体新潟県実行委員会

新潟県体協、日本放送協会
平成20年度全日本マスターズライフル射撃競技選手権大会（300m） 20日(土)-21日(日) 長瀞総合射撃場 日本ﾏｽﾀｰｽﾞ連合
平成20年度秋季デジタルスポーツ・シューティング大会 20日(土)～28日(日)

平成20年度第38回ライフル射撃中学・高校通信競技会 10 1日～11月30日 全国 全国高校ﾗｲﾌﾙ射撃部

日ラ
第63回国民体育大会ライフル射撃競技会 3日(金)－6日(月) 大分県立庄内屋内競技場

由布市立東庄内小学校体育館

大分県警察学校射撃場
平成20年度第13回全日本ライフル射撃競技クラブ対抗選手権大会（300m）　 11日(土)－12日(日) 長瀞総合射撃場 全国ｸﾗﾌﾞ対抗戦 埼玉県ラ
平成20年度秋季ピストル射撃競技・広島大会 25日(土)－26日(日) つつが射撃場 広島県ラ
平成20年度全日本ライフル射撃競技選手権大会（50ｍライフル）　 11 7日(金)－9日(日) 能勢町射撃場 近射連
兼全日本選抜ライフル射撃競技大会（10mエア・ライフル）
ナショナルチーム選考会（50m･10mライフル種目） 10日(月)－11日(火) 能勢町射撃場 選手強化委員会、NT

平成20年度全国秋季ピストル射撃競技大会　 14日(金)－16日(日) 朝霞射撃場 日ラ
平成20年度第21回全日本障害者ライフル射撃競技選手権大会 14日(金)－16日(日) 大分県立庄内屋内競技場 大分県ラ 日障連、文科省、大分県教育委員会

大分県体協、大分県身体障害者福祉ｾﾝﾀｰ
大分県障がい者体協、由布市教育委員会

平成20年度西日本秋季SB・AR射撃競技大会 16日(日) つつが射撃場 広島県ラ
平成20年度第31回全日本前装銃射撃競技選手権大会 22日(土)－23日(日) 和歌山県ﾗｲﾌﾙ射撃場 日本前装銃連盟 和歌山県ラ
平成20年度第27回全日本ライフル射撃競技クラブ対抗選抜大会（50m･10ｍSの 22日(土)－24日(月) 藤枝市 全国ｸﾗﾌﾞ対抗戦 静岡県ラ

ｽﾎﾟｰﾂ･ﾊﾟﾙ高根の郷
平成20年度西日本秋季ＡP・HR射撃競技大会 30日(日) 御津射撃場 岡山県ラ
平成20年度第17回全日本ライフル射撃競技クラブ対抗選手権大会（10mP60の部） 12 7日(日) 長瀞総合射撃場 全国ｸﾗﾌﾞ対抗戦 埼玉県ラ
平成20年度冬季デジタルスポーツ・シューティング大会 13日(土)～21日(日)

平成20年度東日本冬季ＡＰ・ＦＰ・ＨＲ射撃競技大会 1 25日(日) 宮城県ﾗｲﾌﾙ射撃場 宮城県ラ 宮城県、宮城県教育委員会、宮城県体協
石巻市、石巻市教育委員会、石巻市体協

2
平成20年度全国冬季ピストル射撃競技大会 3 6日(金)－8日(日) 朝霞射撃場 日ラ
平成20年度全日本ライフル射撃競技選手権大会（10ｍAR/AP） 7日(木)－8日(日) 宮城県ﾗｲﾌﾙ射撃場 宮城県ラ
平成20年度第6回デジタルスポーツ・シューティング全国競技大会 14日(土)～15日(日)

山口県会場】
平成20年度西日本春季ＡP・HR射撃競技大会 15日(日) 御津射撃場 岡山県ラ
平成20年度第28回全国高等学校ライフル射撃競技選抜大会 24日(火)－25日(水) つつが射撃場 全国高校ﾗｲﾌﾙ射撃部 埼玉県、埼玉県教育委員会、埼玉県体協

埼玉県ラ 埼玉県高体連、長瀞町、長瀞町教育委員会

平成20年度第8回冬季AR･APランクリスト競技会 ＊ 12月13日-14日 全国 日ラ
平成20年度第8回冬季AR･APランクリスト競技会 H21. 1月10日-11日 全国 日ラ
平成20年度第8回冬季AR･APランクリスト競技会 H21. 2月14日-15日 全国 日ラ
平成20年度第3回冬季50ｍライフル・ランクリスト競技会 H21. 3月21日-22日

日ラ、　開催地【北海道会場、秋田県会場、
宮城県会場、東京都会場、山口県会場】

東京都会場、岐阜県会場、京都府会場、

日ラ、　開催地【宮城県会場、静岡県会場、
富山県会場、熊本県会場、大分県会場】

日ラ、　開催地【北海道会場、秋田県会場、
東京都会場、山口県会場】

日ラ、　開催地【北海道会場、秋田県会場、



別表－２

区分 事業名 期間 場所 人数
海外合宿 ピストルブルガリア合宿１ 6/19-7/4 ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ Ｃ１・Ｐ2

アジアエアガン選手権 4/3-4/10 南京 C1・Ｐ２・Ｒ１
ＷC 北京 4/10-4/21 北京 Ｃ２・Ｐ3．Ｒ１
WCミュンヘン 5/12-5/22 ミュンヘン Ｃ1・Ｐ3．Ｒ１
WCミラノ 5/22-5/31 ミラノ Ｃ１・Ｐ3．Ｒ１
ＷＣファイナル 11/1-11/5 バンコク Ｃ３・Ｐ1・Ｒ1
国内合宿P-1 4/2-4/8 広島 Ｃ１・Ｐ3
国内合宿P-2 5/7-5/12 NTC 　　　Ｐ２
国内合宿P-3 5/6-5/12 広島 Ｃ１・Ｐ1
国内合宿P-4 6/8-6/15 広島 Ｃ２・Ｐ3
国内合宿P-5 6/30-7/7 広島 Ｃ１・Ｐ１
国内合宿P-6 7/8-7/16 広島 Ｃ２・Ｐ２
国内合宿P-７ 7/14-7/22 JISS・朝霞 Ｃ1・Ｐ１
国内合宿P-8 7/22-8/4 千葉・高畠・JISS Ｃ２・Ｐ２
国内合宿P-9 7/25-8/3 広島 Ｃ1・Ｐ１
国内合宿P10 10/24-11/1 NTC・千葉 Ｃ1・Ｐ１
国内合宿P-11 2/6-2/15 大阪 Ｃ１・Ｐ５
国内合宿P-12 3/1-3/3 NTC Ｃ1・Ｐ６
国内合宿P-13 3/27-3/31 高畠 Ｃ1・Ｐ１
国内合宿R-1 5/7-5/11 NTC Ｃ3・Ｐ２
国内合宿R-2 11/3-11/9 JISS Ｃ1・Ｐ２
国内合宿R-3 11/23-12/1 大阪 Ｃ４・Ｐ６
国内合宿R-4 11/21-11/28 ＪＩＳＳ Ｃ１・Ｐ4
国内合宿R-5 11/4-11/11 大阪 Ｃ３・Ｐ５

国内合宿R-6
12/27-3/1
週末　５回

NTC Ｃ３・R11

国内合宿R-7 3/24-3/30 千葉 Ｃ2・R9
ED－1 4/1-4/10 広島・NTC Ｃ１
ED－2 6/10-6/16 広島 Ｃ１
ED－3 7/8-8/4 広島・朝霞・高畠・千葉 C２
ED－4 10/24-11/1 NTC C２
ED－5 2/24-3/10 NTC、石巻 Ｃ２
ED－6 3/27-3/31 高畠 Ｃ２

区分 事業名 期間 場所 備考
海外大会参加 世界学生射撃選手権大会 10/4-10/12 バンコク Ｃ２・Ｒ８
海外ﾁｰﾑ派遣 日韓学生射撃選手権大会 8/3-8/7 徳島 Ｃ３・Ｒ１２

高校ブロック別合宿 11月初旬－１月下旬 全国 全国６ブロック
ジュニア育成合宿 2/20-2/22 徳島 Ｃ２・Ｒ７
ユニバ事前強化合宿１ 8/1-8/4 大阪 Ｃ４・Ｒ８
ユニバ事前強化合宿２ 9/19-9/21 同志社大学 Ｃ４・Ｒ８

国内合宿

海外大会参加

国内合宿

平成２０年度ナショナルチーム強化事業

海外コーチ招聘

Ｃ＝コーチ、スタッフ　Ｒ＝ライフル、Ｐ＝ピストル

Ｃ＝コーチ、Ｒ＝ライフル、Ｐ＝ピストル

平成２０年度ジュニア強化事業



団体

種目 実施日 会場 大会名 承認

50mP60M
（屋内）

【新】 1,767 点 2008/11/24
静岡県藤枝市

ｽﾎﾟｰﾂ･ﾊﾟﾙ「高根の郷」
平成20年度第27回全日本ﾗｲﾌﾙ射撃ｸﾗﾌﾞ対抗選抜大会

H21.2/7
理事会

個人

種目 氏名 所属 実施日 会場 大会名 承認

10mP60M 【タイ】 600 点 川原　智志 静岡県ライフル射撃協会 2008/8/10 愛知県総合射撃場 平成20年度東海ﾌﾞﾛｯｸ射撃競技選手権大会 8/30理事会

10mS20JM 【タイ】 197 点 正満　孝太 山梨県ライフル射撃協会 2008/10/6 大分県庄内屋内競技場 第63回国民体育大会ﾗｲﾌﾙ射撃競技会 10/25理事会

10mS60M 【新】 699.2点(F) 山下　敏和 自衛隊体育学校 2008/11/8 大阪府能勢町ﾗｲﾌﾙ射撃場
平成20年度
全日本選抜ﾗｲﾌﾙ射撃競技大会(10mｴｱ･ﾗｲﾌﾙ種目）

12/13
臨時理事会

【新】 597 点 山下　敏和 自衛隊体育学校 2008/11/8 大阪府能勢町ﾗｲﾌﾙ射撃場
平成20年度
全日本選抜ﾗｲﾌﾙ射撃競技大会(10mｴｱ･ﾗｲﾌﾙ種目）

12/13
臨時理事会

10mS40W 【新】 503.0点(F) 今井　尚子 岐阜県ライフル射撃協会 2008/9/13 新潟県胎内ライフル射撃場
平成20年度全日本社会人ﾗｲﾌﾙ射撃競技選手権大会
兼第64回国民体育大会ﾗｲﾌﾙ射撃競技ﾘﾊｰｻﾙ大会

9/27
臨時理事会

【タイ】 399 点 古野本真希 日立情報システムズ 2008/3/8 大阪府能勢町ﾗｲﾌﾙ射撃場 平成19年度全日本ﾗｲﾌﾙ射撃競技選手権大会（10m） 5/24理事会

【タイ】 399 点 今井　尚子 岐阜県ライフル射撃協会 2008/9/13 新潟県胎内ライフル射撃場
平成20年度全日本社会人ﾗｲﾌﾙ射撃競技選手権大会
兼第64回国民体育大会ﾗｲﾌﾙ射撃競技ﾘﾊｰｻﾙ大会

9/27
臨時理事会

【タイ】 399 点 前田　絵美 千葉県ライフル射撃協会 2008/11/10 大阪府能勢町ﾗｲﾌﾙ射撃場 平成21年ナショナルチーム選手選考会
12/13

臨時理事会

【タイ】 399 点 今井　尚子 岐阜県ライフル射撃協会 2008/11/11 大阪府能勢町ﾗｲﾌﾙ射撃場 平成21年ナショナルチーム選手選考会
12/13

臨時理事会

50m3×40M 【新】 1269.8点(F) 山下　敏和 自衛隊体育学校 2007/4/14 新潟県胎内ライフル射撃場
平成20年度全日本社会人ﾗｲﾌﾙ射撃競技選手権大会
兼第64回国民体育大会ﾗｲﾌﾙ射撃競技ﾘﾊｰｻﾙ大会

9/27
臨時理事会

50m3×20W 【新】 681.7点(F) 古野本真希 埼玉県ﾗｲﾌﾙ射撃協会 2008/10/5 大分県庄内屋内競技場 第63回国民体育大会ﾗｲﾌﾙ射撃競技会 10/25理事会

【新】 586 点 中村　結花 滋賀県ライフル射撃協会 2008/8/24 滋賀県立ライフル射撃場 平成20年度近畿ﾗｲﾌﾙ射撃選手権大会
9/27

臨時理事会
300m
3×20MW

【新】 559 点 歳清　勝晴 東京都ﾗｲﾌﾙ射撃協会 2008/9/20 埼玉県長瀞総合射撃場
平成20年度全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ射撃競技選手権大会（300
ｍ)

10/25理事会

300mP60MW
（スコープ使用）

600 点 山田　祐治 東京都ライフル射撃協会 2008/5/24 埼玉県長瀞総合射撃場 平成20年度東京都選手権大会　大口径の部 8/30理事会

50mPistol60
M

【新】 665.5点(F) 松田　知幸 神奈川県警察 2008/11/3 タイ・バンコク 2008　ISSFワールドカップファイナル大会
12/13

臨時理事会
25mPistol60
W

【新】 791.2点(F) 小西ゆかり 自衛隊体育学校 2008/6/14 広島県つつがﾗｲﾌﾙ射撃場
平成20年度
全日本ﾗｲﾌﾙ射撃競技選手権大会（50m･25mﾋﾟｽﾄﾙ）

8/30理事会

CP60M 【新】 783.2点(F) 木田　知宏
大阪府ﾗｲﾌﾙ射撃協会/

大阪府警察
2008/9/14 新潟県警察学校射撃場

平成20年度全国ｾﾝﾀｰ･ﾌｧｲｱ･ﾋﾟｽﾄﾙ射撃競技選手権大会
（トキめき新潟国体ﾗｲﾌﾙ射撃競技(CP)ﾘﾊｰｻﾙ大会）

10/25理事会

【新】 785点(F) 秋山　輝吉
宮城県ﾗｲﾌﾙ射撃協会/

宮城県警察
2008/10/3 大分県警察学校射撃場 第63回国民体育大会ﾗｲﾌﾙ射撃競技 10/25理事会

BRBS40W 【タイ】 400 点 伊丹　沙織 徳島県立小松島高等学校 2008/3/26 広島県つつがﾗｲﾌﾙ射撃場
平成19年度
第27回全国高等学校ﾗｲﾌﾙ射撃競技選抜大会

5/24理事会

【タイ】 400 点 大坂　菜摘 神奈川県立深沢高等学校 2008/9/6
埼玉県国際学院高等学校

MAKOTO HALL
平成20年度JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ
兼第19回ISSFｼﾞｭﾆｱﾗｲﾌﾙ射撃競技選手権大会

10/25理事会

BRBS40JW 【タイ】 400 点 伊丹　沙織 徳島県立小松島高等学校 2008/3/26 広島県つつがﾗｲﾌﾙ射撃場
平成19年度第27回全国高等学校ﾗｲﾌﾙ射撃競技選抜大
会

5/24理事会

【タイ】 400 点 大坂　菜摘 神奈川県立深沢高等学校 2008/9/6
埼玉県国際学院高等学校

MAKOTO HALL
平成20年度JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ
兼第19回ISSFｼﾞｭﾆｱﾗｲﾌﾙ射撃競技選手権大会

10/25理事会

BRBT60W 【タイ】 600 点 谷口みゆき 徳島県ﾗｲﾌﾙ射撃連盟 2008/7/6
高知県

春野総合運動公園射撃場
平成20年度
全日本ライフル射撃競技選手権大会（BRの部）

8/30理事会

BRBT60W 【新】 743.3点(F) 森　貴誉乃 岐阜県ﾗｲﾌﾙ射撃連盟 2008/10/3
大分県由布市立

東庄内小学校体育館
第63回国民体育大会ﾗｲﾌﾙ射撃競技会 10/25理事会

(本射小数点あり) 【新】 637.3点 森　貴誉乃 岐阜県ﾗｲﾌﾙ射撃連盟 2008/10/3
大分県由布市立

東庄内小学校体育館
第63回国民体育大会ﾗｲﾌﾙ射撃競技会 10/25理事会

BPDS40M 【新】 482.1点（F） 森川　清司
広島県ﾗｲﾌﾙ射撃協会/

広島県警察
2008/10/5

大分県由布市立
東庄内小学校体育館

第63回国民体育大会ﾗｲﾌﾙ射撃競技会 10/25理事会

【新】 385 点 森川　清司
広島県ﾗｲﾌﾙ射撃協会/

広島県警察
2008/10/5

大分県由布市立
東庄内小学校体育館

第63回国民体育大会ﾗｲﾌﾙ射撃競技会 10/25理事会

オール日大
（古野本真希、源洋子、三﨑宏美）

別表－３

点数

点数 団体名

平成20年度公認日本記録



団体（３名）

ライフル種目
■10mエア･ライフル
10mAR60M 1772 日本チーム 韓国・釜山 2002 第14回アジア競技大会
10mARP60MW 1796 FANTASY 長瀞町 2004/12/5 第13回全国クラブ対抗選手権大会
10mAR40W 1182 日本チーム フィンランド 2002 第48回世界選手権大会

（タイ） 1182 おぉ明治 藤枝市 2005/11/12 H17第24回全日本クラブ対抗選抜
10mAR60JM 1762 日本Aチーム 石巻市 2003 '03安齋實・朴鐘圭射撃大会

1181 日本チーム デンマーク 2002 第10回バルティックカップ

■50mライフル
50m3×40M 3462 日本チーム マレーシア 2004/2/13 第10回アジア選手権大会
50mP60M 1775 Back Fire 藤枝市 2006/7/17 H18第22回全日本クラブ対抗選手権大会
50m3×20W 1728 日本チーム チェコ 2003 第1回世界学生選手権
50mP60W 1754 日本チーム バンコク 1998 第13回アジア競技大会
50mP60W(屋内) 1767 オール日大 藤枝市 2008/11/24 第27回全日本クラブ対抗選抜

■100mライフル
100m3×20MW 1691 ペガサス 笠間市 1989 第５回全日本クラブ対抗
100mP60MW 1776 アルファード 宇都宮市 1988 第４回全日本クラブ対抗

■300mライフル
300m3×40MW 3299 AAA 長瀞町 2004/9/19 第９回全日本クラブ対抗選手権（300m）
300m3×20MW 1624 A.L.S. 長瀞町 1996 第12回全日本クラブ対抗（BFR選手権大会）
300mP60MW 1757 AAA 長瀞町 2003 第８回全日本クラブ対抗選手権（300m）

ピストル種目
■10mエア･ピストル
10mAP60M 1729 日本チーム ジャカルタ 1995 第８回アジア選手権大会
10mAP40W 1136 日本チーム 広島 1994 '94広島国際射撃競技会

（タイ） 1136 日本チーム マレーシア 2004/2/10 第10回アジア選手権大会

■50mピストル
50mPistol60M 1671 日本チーム 広島 1994 第12回アジア競技大会

■25mピストル
25mRFPM(22lr) 1721 日本代表チーム ｶﾀｰﾙ・ﾄﾞｰﾊ 2006/12/6 第15回アジア競技大会
〔(参考)25mRFPM(22sr) 1745 日本チーム ジャカルタ 1995 第８回アジア選手権大会 〕
25mCP60M 1733 日本代表チーム ｶﾀｰﾙ・ﾄﾞｰﾊ 2006/12/8 第15回アジア競技大会
25mSP60M 1676 日本チーム 朝霞市 1986 86年日中国際大会

（タイ） 1676 日本チーム 韓国・釜山 2002 第14回アジア競技大会
25mPistol60W 1739 日本チーム 韓国・釜山 2002 第14回アジア競技大会

ビーム種目
■ビームライフル（ビーム）
BRBS60JM 1786 郡上北高校 Aﾁｰﾑ 岐阜市 2007/5/13 H19全国高校選手権岐阜県予選
BRBS40JM 1179 城西高校 伊勢原市 1999/7/29 H11全国高校選手権
BRBS40JW 1197 小松島高校 高知県 2005/6/19 第4回四国高校選手権

個人

ライフル種目
■10mエア･ライフル【＊…ファイナル】
10mAR60M ＊699.2（597+102.2） 山下　敏和 （体　校） 能勢町 2008/11/8 H20全日本選抜大会（10mAR種目）

597 柳田　　勝 （体　校） バンコク 1998/12/10 第13回アジア大会
　（タイ） 597 山下　敏和 （体　校） 能勢町 2008/11/8 H20全日本選抜大会（10mAR種目）
10m3×20MW 593 冨本　佳照 （大阪府) 能勢町 2003/4/20 H15関西オープン
10mP60MW 600 田村　恒彦 （京都府） 園部町 1990 H２京都府総合体育大会
　（タイ） 600 帖佐　徳人 （埼玉県） 筑紫野市 1990 第45回国民体育大会
　（タイ） 600 米川　昌洋 （三重県） 八代町 1992/5/16 H４全日本選手権大会
　（タイ） 600 田賀　時夫 （石川県） 南陽市 1992/10/6 第47回国民体育大会
　（タイ） 600 藤田　憲一 （東京都） 江東区 1993/7/10 H５東京都選手権
　（タイ） 600 平井　　勝 （千葉県） 小間子町 1994/4/24 H６千葉県選手権
　（タイ） 600 山浦　武夫 （佐賀県） 小江原 1994/8/28 H６九州選手権
　（タイ） 600 鈴木　　晃 （山形県） 長瀞町 1995/10/27 H７全日本選手権大会
　（タイ） 600 小野　　聡 （京都府） 園部町 1996/9/8 H８京都府選手権
　（タイ） 600 日橋　　丈 （東京都） 長瀞町 1997/10/9 H９全日本選手権大会
　（タイ） 600 山田精一郎 （長崎県） 益城町 1998/8/22 H10九州選手権大会
　（タイ） 600 田中僚一郎 （埼玉県） 益城町 1998/9/14 H10全日本社会人
　（タイ） 600 茅場　日夫 （ユニコーン） 伊勢原市 1999/12/5 第８回全日本クラブ対抗選手権大会（AR・P60）
　（タイ） 600 板津　政則 （岐阜県） 能勢町 2000/4/9 第10回関西選手権
　（タイ） 600 武井　　優 （長崎県） 小江原 2001/8/25 H13九州選手権大会
　（タイ） 600 柳田　　勝 （埼玉県） 石巻市 2001/10/17 第56回国民体育大会
　（タイ） 600 葛谷　寛一 （射　神） 伊勢原市 2001/12/2 第10回全日本クラブ対抗選手権大会（AR・P60）
　（タイ） 600 松田　　健 （山口県） つつが村 2002/4/7 H14中・四社会人兼少年立射選手権大会
　（タイ） 600 高野　純一 （兵庫県） つつが村 2002/10/14 H14全日本選手権大会
　（タイ） 600 前田　俊夫 （東京都） 葛飾区 2002/11/24 H14東京都選手権
　（タイ） 600 今仲　　章 （東京都） 秋田県 2003/6/28 H15第33回東日本選手権大会
　（タイ） 600 山下　敏和 （体　校） 藤枝市 2003/10/28 第58回国民体育大会
　（タイ） 600 織田　祐宏 （福井県） 下山村 2003/10/13 H15全日本選手権大会
　（タイ） 600 寺井　亜希 （神戸市障害者） 益城町 2003/11/22 H15第16回全日本障害者
　（タイ） 600 須川　　洋 （SOS） 長瀞町 2003/11/30 第12回全日本クラブ対抗選手権大会（AR・P60)
　（タイ） 600 小林　勇詞 （香川県） 長瀞町 2004/10/27 第59回国民体育大会
　（タイ） 600 吉見　俊司 （徳島県） 長瀞町 2004/10/27 第59回国民体育大会
　（タイ） 600 岡崎　由佳 （DREAM） 長瀞町 2004/12/5 第13回全日本クラブ対抗選手権大会
　（タイ） 600 礒部　俊雄 （福岡県） 熊本県 2005/6/25 第35回東日本選手権
　（タイ） 600 三宅　正晃 （東京都） 岡山市 2005/10/25 第60回国民体育大会
　（タイ） 600 冨本　佳照 （大阪府) 岡山市 2005/10/25 第60回国民体育大会
　（タイ） 600 田中　克幸 （チームSOS） 埼玉県 2005/12/4 第14回全日本クラブ対抗選手権
　（タイ） 600 佐藤　　透 （スーパーG） 埼玉県 2005/12/4 第14回全日本クラブ対抗選手権
　（タイ） 600 松本　崇志 （体　校） 能勢町 2006/10/3 第61回国民体育大会
　（タイ） 600 川原　智志 （静岡県） 豊田市 2008/8/10 H20東海ブロック選手権大会
10mAR40W ＊503.0（399+103.0） 今井　尚子 （岐阜県） 胎内市 2008/9/13 H20全日本社会人選手権

399 田邊美奈子 （茨城県） 石巻市 2001/10/16 第56回国民体育大会
　（タイ） 399 今井　尚子 （明治大学） デンマーク 2002 第10回バルティックカップ
　（タイ） 399 古野本真希 （日本大学） 藤枝市 2007/3/12 UNIVERSIADE代表選手選考会

10mAR40JW

公認日本記録(H21.3月31日現在）



10mAR60JM ＊695.3（596+99.3） 篠原　章宏 （法政大学） 能勢町 2005/3/6 H16全日本選手権大会
596 篠原　章宏 （法政大学） 能勢町 2005/3/6 H16全日本選手権大会

10mAR40JW ＊502.4（398+104.4） 今井　尚子 （明治大学） 長瀞町 2003/7/6 第7回全日本学生選抜
399 今井　尚子 （明治大学） デンマーク 2002 第10回バルティックカップ

　（タイ） 399 前田　絵美 （千葉県） 能勢町 2008/11/10 H21NT選考会
10mAR60MS 582 川崎　清次 （宮崎県） 筑紫野市 2005/6/5 第5回西日本マスターズ選手権大会

■50mライフル【＊…ファイナル】
50m3×20MW ＊674.6（574+100.6） 木場　良平 （体校） 南陽市 1991/10/5 第47回国民体育大会

579 木場　良平 （体校） 朝霞市 1991 H４埼玉県選手権
50m3×40M *1269.8（1169+100.8） 山下　敏和 （体校） 胎内市 2008/9/13 H20全日本社会人選手権

1172 木場　良平 （体校） イタリア 1993/6/16 '93ミラノワールドカップ
　（タイ） 1172 柳田　　勝 （体校） ストラスブルグ 1995/6/9 '95マスターズ大会
50m3×40M(屋内) *1267.4（1170+97.4） 山下　敏和 （体校） 藤枝市 2007/4/14 H19全日本選抜大会（50mﾗｲﾌﾙ）

50mP60M ＊703.8（598+105.8） 山下　敏和 （体校） つつが村 2007/11/11 H19全日本選手権
598 仁城新太郎 （京都府） 真壁町 1993/11/27 H６NT選考会

　（タイ） 598 山岡　茂俊 （京都府） 下山村 1995/5/5 第11回全日本クラブ対抗選手権
　（タイ） 598 栗田　直紀 （体校） 長瀞町 1996/3/22 '96オリンピック選考会
　（タイ） 598 柳田　　勝 （体校） ザグレブ 2003/6/6 ISSFワールドカップ
　（タイ） 598 谷島　　緑 （体校） 豊田市 2007/6/24 H19第37回東日本選手権
　（タイ） 598 山下　敏和 （体校） つつが村 2007/11/11 H19全日本選手権
50mP60M(屋内) ＊703.7（599+104.7） 山下　敏和 （体校） 藤枝市 2007/4/15 H19全日本選抜大会（50mﾗｲﾌﾙ）

599 山下　敏和 （体校） 藤枝市 2007/4/15 H19全日本選抜大会（50mﾗｲﾌﾙ）
50m3×20W ＊681.7（581+100.7） 古野本真希 （埼玉県） 由布市 2008/10/5 第63回国民体育大会

586 中村　結花 （滋賀県） 大津市 2008/8/24 H20近畿選手権
50mP60W ＊690.2（587+103.2） 後藤　　梢 （山梨県） 福光市 2000/10/15 第55回国民体育大会

598 小島　則子 （日立情報） 真壁町 1992/11/28 H5NT選考会

■100mライフル
100m3×20M 572 津場健二郎 （ペガサス） 笠間市 1987 '87全国クラブ対抗
100mP60M 599 秋元　留雄 （茨城） 笠間市 1989 '89茨城県選手権

■150mライフル
150m3×20MW 568 久保　弘幸 （北海道） 浦臼 1990 第14回東日本選手権
150mP60MW 595 城口　保雄 （長野） 下山村 2004/9/26 H16中日本大口径選手権
150m3×20MW 569 久保　弘幸 （北海道） 浦臼 1990 第14回東日本選手権

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ

■300mライフル
300m3×40MW 1142 林　　優子 （東京都） 長瀞町 2004/7/18 H16全日本選手権大会
300mP60MW 596 西内　省次 （AAA） 長瀞町 2003/9/14 第8回全日本クラブ対抗選手権（300m）
　（タイ） 596 伊藤　恵一 （千葉県） 長瀞町 2005/7/17 H17全日本選手権大会
300mP60MW 600 山田　祐治 （東京都） 長瀞町 2008/5/24 H20東京都選手権（大口径の部）

ｽｺｰﾌﾟ
300m3×20MW 559 歳清　勝晴 （東京都） 長瀞町 2008/9/20 H20全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権（300m）
300m3×20MW 556 柳沢　義昭 （東京都） 一戸町 1983 '83全日本選手権

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ

ピストル種目
■10mエア･ピストル【＊…ファイナル】
10mAP60M ＊688.6（591+97.6） 中重　　勝 （広島県警） 朝霞市 1995/12/15 '96オリンピック選考会

591 中重　　勝 （広島県警） 朝霞市 1995/12/15 '96オリンピック選考会
10mAP40W ＊487.9（391+96.9） 稲田　容子 （宮城県） 石巻市 2001/10/14 第56回国民体育大会

393 稲田　容子 （宮城県） 朝霞市 2001/4/14 H13春季ピストル射撃大会

■50mピストル【＊…ファイナル】
50mPistol60M ＊665.5（566+99.5） 松田　知幸 （神奈川県警） バンコク 2008/11/3 ISSFワールドカップファイナル大会

576 田代　繁俊 （体　校） 朝霞市 1981

■25mピストル【＊…ファイナル】
25mRFPM ＊778.5（580+198.5） 秋山　輝吉 （宮城県警） 安芸太田町 2007/10/20 H19全日本選手権(50m･25mﾋﾟｽﾄﾙ）

588 秋山　輝吉 （宮城県警） 朝霞市 2007/11/9 H19全国秋季ピストル大会
25mSP60M 575 藤田　吾司 （京都府警） 伊勢原市 1983
　（タイ） 575 稲垣　　守 （愛知県警） 朝霞市 1986
25mCP60M ＊785（589+196） 秋山　輝吉 （宮城県警） 大分市 2008/10/3 第63回国民体育大会

590 小林　　晋 （岡山県警） つつが村 2004/10/12 H16全日本選手権
25mPistol60W ＊791.2（585+206.2） 小西ゆかり （体　校） つつが村 2008/6/14 H20全日本選手権

589 福島實智子 （ミズノ） ミラノ 2000/6/2 ISSFワールドカップ
　（タイ） 589 小西ゆかり （体　校） 上海 2002/4/26 ISSFワールドカップ

ビーム種目
■ビーム･ライフル（ビーム）【＊…ファイナル】
BRB2P40MW ＊501.6（398+103.6） 篠原悠香里 （香川県） つつが村 2002/10/12 H14全日本選手権

400 黒田　園子 （千葉県） つつが村 1998/10/9 H10全日本選手権
　（タイ） 400 吉川みゆき （徳島県） つつが村 2000/6/25 第30回西日本選手権
BRBS60M ＊703.2（599+104.2） 河合　　潤 （中濃高校） 岐阜県 2003/4/27 H15全国ジュニアビーム

600 酒井　　修 （徳島県） つつが村 2004/6/27 第34回西日本選手権大会
　（タイ） 600 吉見　俊司 （徳島県） 石巻市 2004/10/2 H16全日本選手権
　（タイ） 600 神谷　安國 （島根県） 八雲村 2006/6/4 H18全国高校選手権島根県予選
　（タイ） 600 舟木　涼 （国際学院高校) 長瀞町 2006/11/26 第4回関東高校選抜大会
　（タイ） 600 高木　隼人 （栄北高校） 伊奈町 2007/7/1 H19全日本選手権(BRの部)
　（タイ） 600 川口　諒太 （勝浦高校） 安芸太田町 2007/6/24 H19第37回西日本選手権
　（タイ） 600 髙橋　誠 （茂原樟陽高校） 長瀞町 2007/8/19 第44回全関東選手権
BRBS40W ＊506.0（400+106.0） 大学　優子 （宮城県） 石巻市 2004/10/2 H16全日本選手権

400 吉川みゆき （徳島県） つつが村 1998/10/11 H10全日本選手権
　（タイ） 400 三ツ井幸代 （徳島県） つつが村 2002/4/7 H14中・四国選手権兼少年立射選手権大会
　（タイ） 400 高野　清美 （真岡北陵） 岐阜県 2002/4/28 H14全国ジュニアビーム
　（タイ） 400 村上　　渚 （沖縄県） 鹿児島県 2002/7/28 H14九州選手権大会
　（タイ） 400 末富　詩織 （東洋大学） 藤枝市 2003/10/28 第58回国民体育大会
　（タイ） 400 中村　結花 （水口高校） 岐阜県 2004/4/24 H16全国ジュニアビーム
　（タイ） 400 大西　　舞 （徳島県） つつが村 2004/6/27 第34回西日本選手権大会
　（タイ） 400 延原　麻衣 （徳島県） つつが村 2004/6/27 第34回西日本選手権大会
　（タイ） 400 新宮　由貴 （山形県） 岡山市 2004/9/18 H16全日本社会人
　（タイ） 400 高山　亜希 （竜ケ崎第一） 伊奈町 2004/9/25 H16JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ
　（タイ） 400 遠藤　友里 （栄北高校） 伊奈町 2004/9/25 H16JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ
　（タイ） 400 大学　優子 （宮城県） 石巻市 2004/10/2 H16全日本選手権
　（タイ） 400 馬渡由香里 （広島県） つつが村 2004/11/28 H16第3回中国ｸﾗﾌﾞ対抗
　（タイ） 400 石川　令奈 （夢野台高校） 下山村 2005/3/25 H16全国高校選抜
　（タイ） 400 松岡　沙穂 （明和県央） 岐阜県 2005/5/1 第5回全国中学･高校BR
　（タイ） 400 谷口　晴美 （済美高校） 岐阜県 2005/5/1 第5回全国中学･高校BR
　（タイ） 400 佐藤香代子 （宮城県） 石巻市 2005/5/7 第23回東北選手権大会
　（タイ） 400 黒﨑　美華 （長崎北高校） 長崎県 2005/6/5 第57回長崎高校総合体育大会



　（タイ） 400 松岡江里奈 （済美高校） 長瀞町 2005/7/30 H17全国高校選手権
　（タイ） 400 福島　　萌 （長崎東高校） 長瀞町 2005/7/30 H17全国高校選手権
　（タイ） 400 藤田　静香 （高松農業） 伊奈町 2005/9/24 H17JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ
　（タイ） 400 鈴木侑香里 （真岡北陵） 岐阜県 2006/4/30 第6回全国中学･高校BR
　（タイ） 400 二ツ木　愛 （福井県） 石川県 2006/8/5 第27回北信越国体
　（タイ） 400 中村　明希 （神奈川県） 桜川市 2006/8/19 第43回全関東選手権
　（タイ） 400 高田　麻衣 （茨城県） 桜川市 2006/8/19 第43回全関東選手権
　（タイ） 400 丸中　朝子 （仙台育英） 石巻市 2006/8/27 H18第33回東北総合体育大会
　（タイ） 400 横手芙早子 （徳島県） 能勢町 2006/10/4 第61回国民体育大会
　（タイ） 400 小筆　美沙 （真岡北陵） 南砺市 2007/3/26 H18第26回全国高校選抜
　（タイ） 400 清水　綾乃 （岐阜県） 岐阜県 2007/5/13 H19全国高校選手権岐阜県予選
　（タイ） 400 金沢　優佳 （龍ヶ崎第一） 茂原市 2007/6/10 H19関東高校大会
　（タイ） 400 出口　麻由 （城北高校） 安芸太田町 2007/6/24 H19第37回西日本選手権
　（タイ） 400 坂本奈津実 （香川県） 安芸太田町 2007/6/24 H19第37回西日本選手権
　（タイ） 400 生島　美月 （福井県） 福井市 2007/8/25 第28回北信越選手権
　（タイ） 400 世古真知子 （石川県） 由布市 2007/9/7 H19全日本社会人
　（タイ） 400 伊丹　沙織 （小松島高校） つつが村 2008/3/26 H20全国高校選手権
　（タイ） 400 大阪　菜摘 （深沢高校） 伊奈町 2008/9/6 H20JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ
BRBT40W   ＊500（400＋100） 阿部あや子 （山形県） 下山村 1993/9/17 H5全日本社会人
　（タイ）   ＊500（400＋100） 亀井　敦子 （福島県） 勝浦町 1993/10/27 第48回国民体育大会
　（タイ）   ＊500（400＋100） 渡邉　由紀 （愛知県） 勝浦町 1993/10/27 第48回国民体育大会
　（タイ）   ＊500（400＋100） 平沢　晴代 （福井県） つつが村 1995/9/8 H7全日本社会人
　（タイ）   ＊500（400＋100） 黒田　直子 （千葉県） 古河町 1996/7/21 H8全日本選手権
　（タイ）   ＊500（400＋100） 宮崎久三映 （福井県） つつが村 1996/10/15 第51回国民体育大会
　（タイ）   ＊500（400＋100） 服部　愛子 （岐阜県） 伊勢原市 1998/10/27 第53回国民体育大会
　（タイ）   ＊500（400＋100） 尾崎　摩和 （北海道） 伊勢原市 1998/10/27 第53回国民体育大会
　（タイ）   ＊500（400＋100） 堀江　由紀 （愛知県） 益城町 1999/10/26 第54回国民体育大会
　（タイ）   ＊500（400＋100） 長谷川亜紀 （東京都） 益城町 1999/10/26 第54回国民体育大会

400 中西　淳子 （千葉県） 山辺町 1983 S58全日本社会人
　（タイ） 400 北澤江津子 （千葉県） 千葉市 1989 H１県選手権大会
　（タイ） 400 松本由美子 （奈良県） 筑紫野市 1989 H１全日本社会人
　（タイ） 400 玉井　栄美 （兵庫県） 南陽市 1992/10/7 第47回国民体育大会
　（タイ） 400 榎本　敬子 （東京都） 下山村 1993/9/17 H５全日本社会人
　（タイ） 400 阿部あや子 （山形県） 下山村 1993/9/17 H５全日本社会人
　（タイ） 400 亀井　敦子 （徳島県） 勝浦町 1993/10/27 第48回国民体育大会
　（タイ） 400 渡邉　由紀 （愛知県） 勝浦町 1993/10/27 第48回国民体育大会
　（タイ） 400 山本さち子 （石川県） 勝浦町 1993/10/27 第48回国民体育大会
　（タイ） 400 菊池　孝子 （千葉県） 小間子町 1994/5/15 千葉県選手権
　（タイ） 400 久喜　　恵 （和歌山県） 下山村 1994/11/1 第49回国民大会
　（タイ） 400 平沢　晴代 （福井県） つつが村 1995/9/8 H７全日本社会人
　（タイ） 400 押味希生子 （福島県） 二本松市 1995/10/17 第50回国民体育大会
　（タイ） 400 黒田　直子 （千葉県） 小間子町 1996/4/7 千葉県選手権
　（タイ） 400 宮川　美佳 （岐阜県） 白鳥町 1996/6/9 岐阜県選手権
　（タイ） 400 宮崎久三映 （福井県） つつが村 1996/10/15 第51回国民体育大会
　（タイ） 400 長島　葉子 （島根県） つつが村 1996/10/15 第51回国民体育大会
　（タイ） 400 服部　愛子 （岐阜県） 伊勢原市 1998/10/27 第53回国民体育大会
　（タイ） 400 尾崎　摩和 （北海道） 伊勢原市 1998/10/27 第53回国民体育大会
　（タイ） 400 佐糠　　礼 （神奈川県） 伊勢原市 1999/6/16 H11東日本選手権大会
　（タイ） 400 中村　保子 （宮崎県） 大里村 1999/6/26 第29回西日本選手権大会
　（タイ） 400 堀江　由紀 （愛知県） 久居市 1999/8/28 H11東海選手権大会
　（タイ） 400 仲　　友美 （和歌山県） 能勢町 1999/9/5 第７回近畿BR選手権
　（タイ） 400 柴田　正子 （長崎県） つつが村 1999/10/10 H11全日本選手権
　（タイ） 400 長谷川亜紀 （東京都） 益城町 1999/10/26 第54回国民体育大会
BRBT60W ＊706.5（600+106.5） 吉川みゆき （徳島県） 春野町 2003/10/4 H15全日本選手権大会

600 吉川みゆき （徳島県） 大田原市 2000/10/1 H12全日本選手権
　（タイ） 600 仲　　友美 （和歌山県） 能勢町 2001/8/26 第56回国体近畿ブロック大会
　（タイ） 600 阿部あや子 （山形県） 春野町 2001/9/22 H13全日本社会人選手権
　（タイ） 600 若林千佳世 （大阪府） 伊奈町 2002/2/10 H13全日本選手権
　（タイ） 600 江幡　信子 （千葉県） 春野町 2002/9/21 第57回国民体育大会
　（タイ） 600 篠原悠香里 （香川県） 春野町 2002/9/21 第57回国民体育大会
　（タイ） 600 樋口　尚子 （京都府） 藤枝市 2002/11/8 H14全日本社会人選手権
　（タイ） 600 藤井　恭子 （山口県） 能勢町 2003/6/28 第33回西日本選手権大会
　（タイ） 600 清水川このみ （同志社大学） 能勢町 2003/8/24 第58回国体近畿ブロック大会
　（タイ） 600 渡辺　正子 （長崎県） 藤枝市 2003/10/26 第58回国民体育大会
　（タイ） 600 舛田　紀子 （鳥取県） 藤枝市 2003/10/26 第58回国民体育大会
　（タイ） 600 佐糖　　礼 （東京都） 長瀞町 2004/10/24 第59回国民体育大会
　（タイ） 600 高松里絵子 （沖縄県） 長瀞町 2004/10/24 第59回国民体育大会
　（タイ） 600 高野　清美 （栃木県） 長瀞町 2004/10/24 第59回国民体育大会
　（タイ） 600 高橋　理絵 （大阪府） 長瀞町 2004/10/24 第59回国民体育大会
　（タイ） 600 橋爪　美帆 （静岡県） 長瀞町 2004/10/24 第59回国民体育大会
　（タイ） 600 堀越　朋恵 （茨城県） 長瀞町 2004/10/24 第59回国民体育大会
　（タイ） 600 森　貴誉乃 （岐阜県） 長瀞町 2004/10/24 第59回国民体育大会
　（タイ） 600 石岡真紀子 （青森県） 岡山市 2005/10/23 第60回国民体育大会
　（タイ） 600 神野　　愛 （埼玉県） 岡山市 2005/10/23 第60回国民体育大会
　（タイ） 600 日橋　亜紀 （東京都） 岡山市 2005/10/23 第60回国民体育大会
　（タイ） 600 仲本　　渚 （沖縄県） 熊本県 2006/8/20 H18九州選手権大会
　（タイ） 600 谷口みゆき （徳島県） 伊奈町 2007/6/30 H19全日本選手権(BRの部)
　（タイ） 600 高田　麻衣 （早稲田大学） 長瀞町 2007/8/19 第44回全関東選手権
BRBT60W ＊743.3（637.3+106.0） 森　貴誉乃 （岐阜県） 由布市 2008/10/3 第63回国民体育大会
(本射少数あり） 637.3 森　貴誉乃 （岐阜県） 由布市 2008/10/3 第63回国民体育大会
BRBT60W ＊700（600+100） 日橋　亜紀 （東京都） 石巻市 2006/7/8 H18全日本選手権
(本射/決勝少数なし）＊700（600+100） 吉川みゆき （徳島県） 石巻市 2006/7/8 H18全日本選手権
BRBS60JM ＊703.2（599+104.2） 河合　　潤 （中濃高校） 岐阜県 2003/4/27 H15全国ジュニアビーム

600 酒井　　修 （徳島県） つつが村 2004/6/27 第34回西日本選手権大会
　（タイ） 600 神谷　安國 （島根県） 八雲村 2006/6/4 H18全国高校選手権島根県予選
　（タイ） 600 舟木　涼 （国際学院高校) 長瀞町 2006/11/26 第4回関東高校選抜大会
　（タイ） 600 高木　隼人 （栄北高校） 伊奈町 2007/7/1 H19全日本選手権(BRの部)
　（タイ） 600 川口　諒太 （勝浦高校） 安芸太田町 2007/6/24 H19第37回西日本選手権
　（タイ） 600 髙橋　誠 （茂原樟陽高校） 長瀞町 2007/8/19 第44回全関東選手権
BRBS40JW ＊506.0（400+106.0） 大学　優子 （宮城県） 石巻市 2004/10/2 H16全日本選手権

400 堀地　美幸 （高木学園） 益城町 2000/7/29 H12全国高校選手権
　（タイ） 400 加藤　　優 （仙台育英） 石巻市 2001/3/26 H12全国高校選抜大会
　（タイ） 400 西　　恭子 （東洋大学） 伊奈町 2001/9/22 H13JOCカップ兼第12回ISSFJr選手権大会
　（タイ） 400 大和田典子 （千葉県） 石巻市 2001/10/17 第56国民体育大会
　（タイ） 400 高野　清美 （真岡北陵） 岐阜県 2002/4/28 H14全国ジュニアビーム
　（タイ） 400 増田茉美子 （兵庫県） 春野町 2003/10/5 H15全日本選手権
　（タイ） 400 末富　詩織 （東洋大学） 藤枝市 2003/10/28 第58回国民体育大会
　（タイ） 400 中村　結花 （水口高校） 岐阜県 2004/4/24 H16全国ジュニアビーム
　（タイ） 400 大西　　舞 （徳島県） つつが村 2004/6/27 第34回西日本選手権大会
　（タイ） 400 延原　麻衣 （徳島県） つつが村 2004/6/27 第34回西日本選手権大会
　（タイ） 400 新宮　由貴 （山形県） 岡山市 2004/9/18 H16全日本社会人
　（タイ） 400 高山　亜希 （竜ケ崎第一） 伊奈町 2004/9/25 H16JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ
　（タイ） 400 遠藤　友里 （栄北高校） 伊奈町 2004/9/25 H16JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ



　（タイ） 400 大学　優子 （宮城県） 石巻市 2004/10/2 H16全日本選手権
　（タイ） 400 石川　令奈 （夢野台高校） 下山村 2005/3/25 H16全国高校選抜
　（タイ） 400 松岡　沙穂 （明和県央） 岐阜県 2005/5/1 第5回全国中学･高校BR
　（タイ） 400 谷口　晴美 （済美高校） 岐阜県 2005/5/1 第5回全国中学･高校BR
　（タイ） 400 佐藤香代子 （宮城県） 石巻市 2005/5/7 第23回東北選手権大会
　（タイ） 400 黒﨑　美華 （長崎北高校） 長崎県 2005/6/5 第57回長崎高校総合体育大会
　（タイ） 400 松岡江里奈 （済美高校） 長瀞町 2005/7/30 H17全国高校選手権
　（タイ） 400 福島　　萌 （長崎東高校） 長瀞町 2005/7/30 H17全国高校選手権
　（タイ） 400 藤田　静香 （高松農業） 伊奈町 2005/9/24 H17JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ
　（タイ） 400 鈴木侑香里 （真岡北陵） 岐阜県 2006/4/30 第6回全国中学･高校BR
　（タイ） 400 二ツ木　愛 （福井県） 石川県 2006/8/5 第27回北信越国体
　（タイ） 400 高田　麻衣 （茨城県） 桜川市 2006/8/19 第43回全関東選手権
　（タイ） 400 丸中　朝子 （仙台育英） 石巻市 2006/8/27 H18第33回東北総合体育大会
　（タイ） 400 横手芙早子 （徳島県） 能勢町 2006/10/4 第61回国民体育大会
　（タイ） 400 小筆　美沙 （真岡北陵） 南砺市 2007/3/26 H18第26回全国高校選抜
　（タイ） 400 清水　綾乃 （岐阜県） 岐阜県 2007/5/13 H19全国高校選手権岐阜県予選
　（タイ） 400 金沢　優佳 （龍ヶ崎第一） 茂原市 2007/6/10 H19関東高校大会
　（タイ） 400 出口　麻由 （城北高校） 安芸太田町 2007/6/24 H19第37回西日本選手権
　（タイ） 400 坂本奈津実 （香川県） 安芸太田町 2007/6/24 H19第37回西日本選手権
　（タイ） 400 生島　美月 （福井県） 福井市 2007/8/25 第28回北信越選手権
　（タイ） 400 伊丹　沙織 （小松島高校） つつが村 2008/3/26 H20全国高校選手権
　（タイ） 400 大阪　菜摘 （深沢高校） 伊奈町 2008/9/6 H20JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ
■ビーム･ピストル（ビーム）【＊…ファイナル】
BPBS40M   ＊485（387＋98） 西谷　徳行 （徳島県） 春野町 2001/9/24 H13全日本社会人選手権

389 小林　　晋 （岡山県警） 能勢町 2006/10/3 第61回国民体育大会

■ビーム･ピストル（デジタル）【＊…ファイナル】
BPDS60M 558 副島　省吾 （東京都） 目黒区 2007/1/7 H18冬季デジタル大会
BPDS40M ＊482.1（385＋97.1） 森川　清司 （広島県警） 由布市 2008/10/5 第63回国民体育大会

385 森川　清司 （広島県警） 由布市 2008/10/5 第63回国民体育大会
BPDS40W 343 中村貴代美 （東京都） 目黒区 2007/7/22 H19第5回全日本デジタル選手権
BPDS60JM 544 長岡　寿幸 （北海道） 目黒区 2007/7/22 H19第5回全日本デジタル選手権
BPDS40JW 303 西川　優貴 （同志社女子大学） 京都市 2006/3/19 H17第3回全日本デジタル選手権

前装銃（ML）
立射10 95 村上藤二郎 （東京都） 真壁町 1981 S56全日本選手権
膝射10 98 和田　達三 （東京都） 伊勢原市 1984 S59全日本選手権
短筒10 92 小野尾正治 （千葉県） 伊勢原市 1984 S59全日本選手権
侍筒10 95 中村　充博 （和歌山県） 伊勢原市 2001 H13第24回全日本前装銃射撃競技選手権大会
総合20 188 和田　達三 （東京都） 伊勢原市 1984 S59全日本選手権
ベッテリー10 92 和田　達三 （東京都） カナダ 1987 '87世界前装銃射撃選手権



 

平成２１年５月３０日 

社団法人日本ライフル射撃協会 

 

 

「国と特に密接な関係がある」特例民法法人への該当性について(公表) 

 

当協会は、「国家公務員法等の一部を改正する法律(平成 19 年法律第 108 号。以下 

「改正法」という。)による改正後の国家公務員法(昭和 22 年法律第 120 号。以下 

「改正国公法」という。)第 106 条の 24 第 1 項第 4号及び改正法附則第 12 条並びに 

独立行政法人通則法(平成 11 年法律第 103 号。以下「改正独法通則法」という。)第 

54 条の 2第 1 項において準用する改正国公法第 106 条の 24 第 1 項第 4 号及び改正法 

附則第 10 条において準用する改正法附則第 12 条、職員の退職管理に関する政令(平 

成 20 年政令第 389 号。以下「退職管理政令」という。)第 32 条及び附則第 4 条、特 

定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成 20 年政令第 390 号。以下「役 

員政令」という。)第 18 条及び附則第 3条、職員の退職管理に関する内閣府令(平成 

20 年内閣府令第 83 号)第 9条及び附則第 3 条、並びに特定独立行政法人の役員の退 

職管理に関する内閣府令(平成 20 年内閣府令第 84 号)第 8 条及び附則第 3条の諸規 

定(以下「密接関係法令」という。)に関し、「国と特に密接な関係がある」特例民法 

法人に該当しないので、その旨報告いたします。 

 

 

この件についてのお問い合わせ先 ――――――――― 

  社団法人 日本ライフル射撃協会  
    〒150-8050  東京都渋谷区神南 1-1-1  岸記念体育会館内    

Tel:03-3481-2390 /Fax:03-3481-2392 
e-mail:rifle@japan-sports.or.jp 

 

 


